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いちき串木野 おしらせ版おしらせ版広報

第107号
平成27年（2015年）7/6

第 19 回海の日海岸クリーン作戦
生活環境課（☎ 33-5614）

　毎年、海の日に市民一体となったボランティアによる清掃活動「海の日海岸クリーン作戦」を実施しています。
多数のご参加をお願いします。
〇日　時	 7月20日（月・祝）6:30より１時間程度	（集合 6：20）

清掃場所 集合場所 清掃場所 集合場所
荒川海岸 荒川川河口付近

市来海岸 市来漁港・市来中学校裏
地域で指定された場所（川南）野元海岸・串木野新港 公設市場駐車場

串木野漁港 串木野漁港（内港）付近 ※土川漁港 土川漁港付近
長崎鼻公園 長崎鼻公園小瀬港側入口 ※羽島漁港 羽島漁港前
照島海岸 照島地区交流センター前 ※横須海岸 さつま日置農協羽島支所前

※白浜海岸 白浜温泉下付近
※羽島地区は7月12日㈰に実施

〇持参品	 手袋、タオル、レーキ、帽子等（お持ちの方は、持参ください）
※駐車場が狭いところがあるので、近所の方はできるだけ自家用車の利用はご遠慮ください。
※ボランティア活動のため、危険な箇所の作業はしないでください。また、ご自分の体調に合わせて参加、
作業するようにしてください。

自転車の通行等に関するルールが改正されました
まちづくり防災課（☎ 33-5631）

　6月1日から自転車の通行等に関するルールが改正されました。自転車も交通ルールを守って安全に走行しま
しょう。
〇自転車安全利用五則
①自転車は、車道が原則、歩道は例外
※例外：道路標識や道路標示で指定された場合。運転者が13歳未満の子供、70 歳以上の高齢者、身体の
不自由な方の場合。車道や交通の状況から見てもやむを得ない場合等は、自転車が歩道を通行できること
になっています。

②車道は左側を通行（右側通行は禁止されています）
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
④安全ルールを守る（飲酒運転・二人乗り・並進の禁止、夜間のライト点灯など）
⑤子供はヘルメットを着用
　また、危険運転行為を繰り返すと自転車運転者講習を受けることになります。

　危険運転とは・・・
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介護保険料が改定されました
健康増進課（☎ 33-5673）　税務課（☎ 33-5616）

【65 歳以上の方の保険料が変わります】

　介護保険料は、３か年を１期としてその間に利用される介護サービスの見込み量等に応じて算定されることと　
なっており、このたび新たな保険料が決まりました。
　本市では、次のような制度改正等を勘案し、改定しました。

○国の定める介護報酬単価が約2.27％引き下げられました。
○ 65歳以上の方の保険料負担率が 21％から22％へ引き上げられました。
○介護予防サービスや介護予防事業（ころばん体操等）を行うことで介護給付費の抑制に努めることとしま
すが、今後高齢化が進み要介護（要支援）認定者や介護サービス利用量が増加すると予想されます。
○これまで積み立てていた基金を取り崩して介護給付費に充当することで、介護保険料の基準段階（第５段
階）の保険料上昇を抑えました。
○被保険者の負担能力に応じた、きめ細かい保険料負担段階の設定（旧第１段階と第２段階を新第１段階
へ統合、旧第７段階の細分化）を行っています。

【段階別介護保険料（年額）】

段 階 対　　象　　者 新保険料	 前年度の保険料
段 階 及 び 年 額

第１段階
①生活保護受給している方	または市民税非課税世帯で老齢
福祉年金を受給している方
②市民税非課税世帯で、前年の合計所得金額及び課税年金
収入額の合計金額が 80万円以下の方

32,300 円 第1～2段階
36,100 円

第２段階 市民税非課税世帯で、前年の合計所得金額及び課税年金
収入額の合計金額が 80万円を超え120万円以下の方 53,900 円 特例第 3段階

44,800 円

第３段階 市民税非課税世帯で、前年の合計所得金額及び課税年金
収入額の合計金額が120万円を超える方 53,900 円 第 3段階

54,200 円

第４段階
市民税課税世帯だが、本人は市民税非課税で、本人の前年
の合計所得金額及び課税年金収入額の合計金額が 80万円
以下の方

64,700 円 特例第 4段階
62,900 円

第５段階
市民税課税世帯だが、本人は市民税非課税で、本人の前年
の合計所得金額及び課税年金収入額の合計金額が 80万円
を超える方

71,900 円 第 4段階
72,300 円

第６段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満
の方 86,200 円 第5段階

80,900 円

第７段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上
190万円未満の方 93,400 円 第 6段階

90,300 円

第８段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が190万円以上
290万円未満の方 107,800 円 第 7段階

108,400 円
第９段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 290万円以上

の方 122,200 円
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８月は後期高齢者医療制度被保険者証の更新月です
健康増進課（☎ 33-5613）

　現在お使いの被保険者証は、8月1日で更新されます。
　今回「有効期限　平成 28 年７月 31日」と記載され
た新しい保険証を７月末までに自宅へ郵送しますので、
届いたら住所や氏名等に誤りがないかご確認ください。
　８月１日以降に医療機関を受診される際は、新しい
被保険者証を窓口に提示してください。
※８月以降も限度額適用・標準負担額減額認定証の
要件に該当する方は、新しい認定証を被保険者証と
一緒に送付します。

〇問合せ	 健康増進課保険給付係	 ☎ 33-5613
	 市来庁舎市民課健康福祉係	☎ 21-5117

メタボじゃなくても特定健診を受診しましょう
健康増進課（☎ 33-5613）

メタボじゃないあなたへ
　「特定健診はやせている人は受けなくても良い」とい
うわけではありません。
　特定健診では、メタボリックシンドローム以外にも分
かることがたくさんあります。
　また、生活習慣を見直すことは健康の維持にもつな
がります。「まだまだ、メタボじゃないから」ではなく、
特定健診を受診して自分の体の状態を確認しましょう。

特定健診はメタボの心配がなくても毎年受診しましょう
特定健診では、次のことが分かります。	
1. 内臓脂肪型肥満がなくても、糖尿病、高血圧症、
脂質異常症などになる方がいます。特定健診で早期
発見、早期治療することで、心筋梗塞や脳卒中など
の予防につながります。

2. 肝臓や腎臓など、進行するまで自覚症状が出にくい
機能障害を見つけるのに役立ちます。

3. 生活習慣を改善した効果を毎年の健診結果で確か
めることができます。

治療中の方へ
　特定健診は、血圧、脂質、血糖、腎機能、肝機能
の検査です。例えば、「血圧で治療中だから受けなくて
も良い」とおっしゃる方が、実は血糖、脂質の状態が
悪くなっている場合が見受けられます。
　自分の体の状態を確認するためにも、年１回の特定
健診を受診しましょう。

国保加入の40 歳から74歳の方へ
　生活習慣病治療中で、血液検査を含む検査を定期
的に受けており、主治医に特定健診情報提供をできる
と言われた方は、市役所へご連絡ください。特定健診
情報提供票を送付します。届いた特定健診情報提供
票を医療機関に提出すると、特定健診を受診したこと
になります。

国民健康保険証の切り替えが始まります
健康増進課（☎ 33-5613）・市来庁舎市民課（☎ 21-5117）
　現在お使いの国民健康保険証の有効期限は、７月
31日までとなっています。８月１日以降は、新しい保険
証でないと診療は受けられません。
　７月９日から17日にかけて、国民健康保険の説明会
と保険証切り替えを行います。
　日程（広報いちき串木野６/22号に掲載）を確認の
うえ、必ず切り替えてください。
〇切り替えに必要なもの
①現在使用されている保険証（遠隔地等にある保
険証○遠・㊫も切り替えます）
②印鑑（代理で切り替えをされるときは、代理人
の印鑑）、スタンプ印不可

※㊫保険証の切り替えには、在学証明書が必要で
す。

〇同時切り替え
　今回は、次の認定証の切り替えも同時にします。お
持ちの方は保険証と世帯主の印鑑をご持参ください。
・国民健康保険限度額適用認定証（橙色）
・国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証（はだ色）
・国民健康保険特定疾病療養受療証（白色）

国民健康保険加入者で職場健診を受けた方へ
健康増進課（☎ 33-5613）

　職場健診は、労働安全衛生法に基づく健康診断で、
健診内容には「特定健診」の検査項目が含まれていま
す。そのため職場健診の結果を市役所に提出すること
で、特定健診を受診したことに代えることができます。
　しかし、市役所では職場健診の受診状況は把握で
きません。
　そこで、職場健診の結果が出たら、特定健診受診
券に同封の問診票を記入し、職場健診の健診結果票
を持参のうえ、市の窓口へお越しくださるようお願いし
ます。
　いただいた職場健診結果からメタボリックシンドロー
ムに該当するかどうか判定し、必要に応じて健康の維
持・増進につながる情報を提供します。生活習慣の改
善が望ましい方には、生活習慣を改善していくために
保健師・管理栄養士などの専門家がお手伝いします。
　健診結果を活用してメタボリックシンドロームを予
防・改善しましょう。
〇窓口・問合せ　健康増進課保険給付係（串木野庁舎）
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精神障がい者家族教室のご案内
串木野健康増進センター（☎ 33-3450）

　市と伊集院保健所では、精神障がい者のご家族を
対象に「家族教室」を開催します。
　病気のことや治療のこと、「こんなとき、どうし
たらいいんだろう？」というときの家族の関わり方
など、一緒に語り合ってみませんか。
月　日 内　容

第1回
7/8 ㈬ 「家族の思い」

第2回
9/16 ㈬ 「家族の思い」

第 3回
11/18 ㈬

「こんな時どうすればいいの？
　　　～家族の関わりについて～」

第 4回
1/13 ㈬ 「精神疾患について」

第5回
3/9 ㈬ 「家族の思い」

※時間は毎回 14：00 ～ 16：00。毎回講話（1時
間程度）の後、交流会を開催します。

〇定　員	 １０名程度
〇会　場	 串木野健康増進センター
〇参加費	 無料
〇申込・問合せ	 串木野健康増進センター
	 	 伊集院保健所　☎ 099-272-6301

食べて学ぶ～糖尿病予防教室を開催
串木野健康増進センター（☎ 33-3450）

　糖尿病予防の基本は毎日の食事にあります。
糖尿病が少し気になる早めの時期から食事について
学んでみませんか。
〇日　時	 ７月 15 日㈬　9：30～ 13：00
〇内　容	 管理栄養士による講話
	 昼食バイキング
〇場　所	 串木野健康増進センター
〇対象者	 健診等の血液検査でＨｂＡ 1ｃの値が
	 5.6% 以上 6.5% 未満で服薬していな
	 い方またはそのご家族
〇参加費	 無料
〇定　員	 先着 20 名
〇申込締切　７月 10日㈮
※いつも使用しているご飯茶わんと筆記用具を持参
してください。

肺がん検診のお知らせ
串木野健康増進センター（☎ 33-3450）

　４０歳以上（平成 28年４月１日現在）の方を対
象に肺がん検診（胸部Ｘ線撮影）を次の会場で実施
します。
　申し込みをしていない方も受診できます。
日程 検診会場 受付時間

7/13 ㈪ 市来保健センター 9:30 ～ 11:00
13:00 ～ 14:30

7/14 ㈫ 川北交流センター 9:30 ～ 11:00
13:00 ～ 14:30

7/15 ㈬ 川上交流センター 9:30 ～ 11:00
川南交流センター 13:00 ～ 14:30

7/16 ㈭ 生福交流センター 9:30 ～ 11:00
串木野健康増進センター 13:00 ～ 14:30

7/17 ㈮ 串木野健康増進センター 9:30 ～ 11:00
13:00 ～ 14:30

7/21 ㈫ 串木野健康増進センター 9:30 ～ 10:30
13:00 ～ 14:30

7/22 ㈬ 照島交流センター 9:30 ～ 11:00
13:00 ～ 14:30

7/23 ㈭ 上名交流センター 9:30 ～ 11:00
13:00 ～ 14:30

7/24 ㈮ 串木野健康増進センター 9:30 ～ 11:00
13:00 ～ 14:30

7/27 ㈪ 串木野健康増進センター 9:30 ～ 11:00
13:00 ～ 14:30

7/28 ㈫ 羽島交流センター 9:30 ～ 11:00
13:00 ～ 14:30

〇問診の結果、必要と思われる方には、喀
かくたん

痰細胞診　
（がん細胞をみる）を行います。（後日、容器を回収
します）
※喀痰検査の対象者は、５０歳以上で、喫煙指数（１
日に吸うタバコの本数×タバコを吸ってきた年
数）が６００以上の方。

〇検診費用	 ・肺がん検診	 ２００円
	 	 ・喀痰検査	 ５００円
※ただし次の方は、無料です。
・高齢者受給者証または後期高齢者医療保険証の
交付を受けている方
・市の国民健康保険の方（保険証を必ず持参）
・生活保護世帯または非課税世帯の方
（検診前日までに串木野健康増進センター ･市
来庁舎市民課健康福祉係で減免申請の手続き
をしてください。

※詳しくは串木野健康増進センターへお問い合わせ
ください。
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固定資産税に関するお知らせ
～土地は現況で課税～

税務課（☎ 33-5617）

　土地に対する固定資産税は、毎年１月１日現在の利
用状況（現況）によって課税されます。
　今年１月２日以降に利用状況（現況）を変更された方
は届け出てください。
　農地（田、畑）を転用許可により、埋め立てたり造成
して農地以外として使用している場合は、その使用され
ている地目で課税されます。また、何年も放置している
農地等については、雑種地として取り扱うことがあり、
税額が上がる場合があります。
　なお、法務局へ地目変更の登記をされた方は届出の
必要はありません。
〇届出・問合せ
税務課固定資産税係
市来庁舎市民課税務係（届出のみ受付）

浸水のおそれのある住宅のかさ上げに補助
都市計画課（☎ 21-5152）

　降雨の影響で、過去に浸水の被害を受けた地域（春
日町、汐見町）の住宅については、住宅かさ上げ工事等
へ補助をおこなっています。
　補助の対象となる住宅など詳しくは、お問い合わせ
ください。
〇問合せ　都市計画課都市計画係

事業所用防災行政無線戸別受信機の設置
まちづくり防災課（☎ 33-5631）

　市では、事業所等へ戸別受信機を設置しています。
設置を希望する事業所等は、まちづくり防災課へご連
絡ください。
〇戸別受信機の設置について
・戸別受信機の設置場所には、電源（コンセント）を
確保してください。
・戸別受信機は、無償で貸与し、本体の設置費用も
かかりませんが、別途配線工事等が必要な場合
は、借用者（事業所等）の負担となります。　
・戸別受信機は、主となる事務所等に設置することと
しますが、複数個所に設置が必要な場合は、お知
らせください。ただし、在庫数により、ご希望にそえ
ない場合があります。
・設置の際、受信確認を行い、受信レベルが低い場
所には、外部アンテナを設置する場合があります
（無償）。なお、外部アンテナが設置できない、ま
た、外部アンテナにより受信の改善が見込まれな
い時は、戸別受信機を設置できないこともありま
すのでご了承ください。
・その他、不明な点は、まちづくり防災課へお問い合
わせください。

ルールを守って楽しい花火
消防本部（☎ 32-0119）

　花火のシーズンです。花火遊びをするときは、火災
や事故が起こらないように注意しましょう。

火災や事故を防ぐポイント！
〇幼児など子ども達だけでの花火遊びはやめさせ
ましょう。
〇花火に書いてある遊び方を必ず守りましょう。
〇花火を人や家、燃えやすいものに向けないように
しましょう。
〇風が強いときは、花火遊びはやめましょう。
〇吹出し、打ち上げなどの筒ものは、途中で火が
消えても筒をのぞいてはいけません。
〇水バケツなど消火準備をして遊びましょう。

花　火　遊　び　は
迷惑にならない場所と時間と後始末！

夏の交通事故防止運動
まちづくり防災課（☎ 33-5631）

　夏の解放感、暑さによる疲労、レジャー先での交通
量増加などにより交通事故が懸念されます。次のとお
り交通安全運動を展開し、交通事故防止に努めます。

（実施期間）
　７月21日㈫～７月30日㈭までの10日間

（スローガン）
　鹿児島の夏！　マナーが輝く　快適ロード

（最重点）
　高齢者の交通事故防止
～「つけてますか？運動」・「プラス１運動」の展開～
つけてますか？運動
高齢歩行者	 夜光反射材をつけてますか？
一般運転者等	 夕暮れ時は、早めにライトをつけてますか？
高齢運転者	 高齢運転者マークをつけてますか？

プラス１運動
もう一度左の確認をプラス１
夜光反射材をプラス１
明るい服装をプラス１

（重　点）
①子供の交通事故防止
②飲酒運転・暴走無謀運転の根絶
　～「飲酒運転８（やっ）せん運動」の展開～
③交差点における交通事故防止
④全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正
しい着用の徹底
　～全席ベルト着用 !!「します・させます運動」の展開～
⑤自転車の安全利用の推進
　～自転車安全利用五則の周知徹底～
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平成２６年度住民基本台帳の閲覧状況
市民課（☎ 33-5611）

住民基本台帳法第 11条の２第 12項に基づき平成 26年度住民基本台帳閲覧者の公表をします。
申出者 利用目的の概要 閲覧日 閲覧に係る住民の範囲

袴田公民館

こども会安全協会加入のため

平成26年	 4月1日 　新小学1年生	 （袴田公民館）
春日町公民館 平成26年	 4月4日 	 〃	 （春日町公民館）
酔之尾公民館 平成26年	 4月7日 	 〃	 （酔之尾公民館）
東塩田町公民館 平成26年	 4月8日 	 〃	 （東塩田町公民館）
昭和通公民館 平成26年	4月10日 	 〃	 （昭和通公民館）
中尾町公民館 平成26年	4月14日 	 〃	 （中尾町公民館）
高見町公民館 平成26年	4月16日 	 〃	 （高見町公民館）

ＮＨＫ鹿児島放送局放送部 平成 26 年 6月全国個人視聴率調査
実施のため 平成26年	4月23日 明治から平成19年生まれ（港町・本浜町・野元）

㈱サーベイリサーチセンター 家計消費状況調査のため 平成26年	4月30日 平成 26 年 4月1日時点で16歳以上の男女
個人（浜ケ城・金山）

浜東公民館 敬老祝金名簿作成のため 平成26年	5月2１日 浜東公民館75歳以上（平成25年12月17日
現在）

一般社団法人新情報センター 国民生活に関する世論調査のため 平成26年	5月29日 20 歳以上の日本国籍を有する者で男女は問
わない（羽島）

㈱サーベイリサーチセンター 家計消費状況調査のため 平成26年	7月	4日 平成 26 年 7月1日時点で16歳以上の男女
個人（上名、袴田、日出町）

岳釜公民館 敬老祝金名簿作成のため 平成26年	7月28日 岳釜公民館75歳以上（平成25年12月17日
現在）

一般社団法人中央調査社 女性の活躍推進に関する世論調査の
ため 平成26年	8月13日 平成 26 年 7月31日現在 20 歳以上の日本

国籍を有する者で男女は問わない（大里）

ＮＨＫ鹿児島放送局放送部 平成 26 年11月全国個人視聴率調査
実施のため 平成26年	9月	9日 明治から平成19年生まれ（港町・本浜町・野元）

一般社団法人新情報センター 家計消費状況調査のため 平成26年10月29日 住吉町・恵比須町・大里

橋ノ口自治公民館 新年互礼会行事での新成人お祝い
及び紹介のため 平成26年12月22日 橋ノ口公民館加入世帯に属する

平成 27年新成人

一般社団法人中央調査社
「日本人とテレビ・２０１５調査」
（放送法第 20 条に定められた調査研
究・世論調査）実施のため

平成27年	1月22日

16 歳以上（平成10 年12月末日まで生まれ）
日本人男女（羽島）

一般社団法人中央調査社「第10 回　生活と意識についての国際比較調査」実施のため
20 歳以上 89 歳以下の日本人の男女
（大正14年1月1日～平成6年12月31日生）
（上名・袴田）

一般社団法人新情報センター 家計消費状況調査のため 平成27年	1月27日 16歳以上の男女個人（上名・袴田・大里・照島）
酔之尾東公民館 平成 27年度補体部決定のため 平成27年	2月	4日 　新小学1年生	 （酔之尾東公民館）
酔之尾公民館

こども会安全協会加入のため

平成27年	3月24日
	 〃	 （酔之尾公民館）

大原南公民館 	 〃	 （大原南公民館）
八房公民館

平成27年	3月25日
	 〃	 （八房公民館）

平向公民館 	 〃	 （平向公民館）
汐見町公民館 	 〃	 （汐見町公民館）
野元公民館

平成27年	3月26日

	 〃	 （野元公民館）
袴田公民館 	 〃	 （袴田公民館）
東塩田町公民館 	 〃	 （東塩田町公民館）
小瀬公民館 	 〃	 （小瀬公民館）
春日町公民館

平成27年	3月27日

	 〃	 （春日町公民館）
日ノ出町公民館 	 〃	 （日ノ出町公民館）
緑町公民館 	 〃	 （緑町公民館）
大原南公民館 新入生を祝う会 	 〃	 （大原南公民館）
平江公民館

こども会安全協会加入のため 平成27年	3月31日
	 〃	 （平江公民館）

昭和通公民館 	 〃	 （昭和通公民館）
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市制施行10周年記念企画

あなたの「i( あい )」教えてください
政策課（☎ 33-5672）

いちき串木野市はアルファベットで書くと

I c h i k i k u s h i k i n o  C i t y
「	i	」の文字が 6つもある全国で一番 i （アイ）が多い市です！

　そこで、今年 10 月 11 日に、いちき串木野市が誕生して 10 年を迎えるのを機に、「i( あい )」の
あるエピソードを募集します。
　「出会い」「触れ合い」「愛情」「助け合い」「アイデア」「悲哀」「interesting（興味深い・おもしろい）」
「international（国際的な）」など、この 10年間にあった、	 i （アイ）がキーワードのあなたのエピソ
ードを教えてください。
　応募いただいたエピソードの一部は「広報紙市制施行 10周年記念特別号（仮称）」に掲載します。
　また、投稿いただいた方の中から抽選で 10名様に、記念品などを贈呈します。

皆様の i （アイ）  お待ちしています！
○応募できる方	 いちき串木野市民（いちき串木野市民だった方も可）
○応募方法	 ハガキ・FAX・メールで右記の内容を記載して応募
○応募締切	 9月4日（金）
○応募・問合せ	 〒896-8601　いちき串木野市昭和通133-1

	 市役所政策課「あなたのアイ応募係」
	 ☎ 33-5672　FAX	32-3124
	 メール　seisaku3@city.ichikikushikino.lg.jp

・
エ
ピ
ソ
ー
ド

		（
四
百
字
程
度
）

・
お
名
前

・
年
齢

・
郵
便
番
号

・
住
所

・
電
話
番
号

市制施行10周年記念企画
いちき串木野市フォトコンテスト　作品募集
夏は、いろんなイベントが盛りだくさん！カメラやスマホで撮って応募しよう！

応募票など詳しくは市のホームページをご覧ください。

テーマ “ 未来に残したい いちき串木野 ”
応募期間 2015 年10月1日（木）～12月14日（月）　消印有効

部門と各賞

「一般の部」　　			
大賞（3万円）×1名　準大賞（1万円）×2名　入選（5千円）×数名

「ジュニアの部」   
大賞（1万円）×1名　準大賞（5千円）×2名　入選（3千円）×数名
　　　　　　　　　　　　　　　　　	（図書券など商品券）
　
※一般・ジュニアの部の女性の中から「カメラ女子 de賞」
			（1万円、ジュニアの部は５千円商品券）×数名
※他にも各賞あり

応募資格 ｢一般の部」は高校生以上									「ジュニアの部」は中学生以下
応募方法 作品１点ごとに所定の事項を記入した応募票を裏面に貼付して郵送
応募宛先
お問い合わせ

　市役所	政策課「いちき串木野市フォトコンテスト応募係」
　　TEL	0996-32-3111
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ふるさと納税事業所向け説明会開催
食のまち推進課（☎ 33-5621）

　市では、ふるさと納税の寄付者に対する「返礼品」
に協力していただける事業所を募集しています。下記
のとおり説明会を開催しますので、多くの方の参加を
お待ちしています。
〇日　時	 ７月24日㈮　13:30～
〇場　所	 市役所串木野庁舎地下大会議室
〇参加できる事業所　次の要件をすべて満たしている
こと。ただし、市が適当でないと認めた場合は、参
加できないことがあります。
・本社（本店）、支社（支店）、営業所等のいずれか
を市内に有する法人や個人事業所

・代表者の市税の滞納がないこと。
・代表者等が、暴力団の構成員等でないこと。

〇申込・問合せ　７月21日㈫までに食のまち
	 　　推進課へご連絡ください。

「緑の募金」のお礼
農政課（☎ 33-5635）

　みどりと花に満ちた安らぎと潤いのある郷土づくりのた
め、いちき串木野市みどり推進協議会が中心となり、「緑
の募金」を実施したところ、市民の皆様方の温かいご理
解とご協力により、市内各公民館から、1,367,304 円（平
成 27年 5月31日現在）の募金が集まりました。
　森林の整備や緑化の推進等に活用させていただきます。
また、地域や公民館等で緑化活動を実施する場合
は苗代を助成しますので、ご相談ください。
ご協力ありがとうございました。

中小企業退職金共済制度（中退共）のお知らせ
水産商工課（☎ 33-5638）

中退共制度は、中小企業退職金共済法に基づき設
けられた中小企業のための国の退職金制度です。中退
共制度をご利用になれば、安全・確実・有利で、しか
も管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。
ホームページ　中退共 で検索！

若年者の就労支援相談
水産商工課（☎ 33-5638）

　若者サポートステーションでは若年者の自立への
チャレンジを丁寧に支援します。ハローワークにて出張
相談会を実施中です。秘密は厳守します。
〇日　時	 毎月第２・第４水曜日13：00～15：00
〇場　所	 ハローワーク伊集院
〇対象者	 15 歳～39 歳の若者及び家族・保護者
〇相談無料
〇問合せ	 かごしま若者サポートステーション
	 ☎ 099-297-6431

市民農業塾　第 7 期塾生募集
農政課（☎ 33-5635）

　将来就農を目指す方を対象に市民農業塾を開講します。
〇対象者	 農業に興味があり、技術を学びたい方で、
	 市内に在住または勤務し、将来本市に
	 おいて就農を希望する方
〇募集人数	 8 名以内
〇講習期間	 8月20日から概ね1年間（毎週木曜日）
〇内　容 講義と実習で、季節野菜の基礎的な栽
	 培と管理の技術を習得
〇受講料 無料（本や種苗代など実費負担あり）
〇場　所 串木野庁舎会議室及び市内実習農地（畑）
〇申込期限 8月7日㈮
〇申込先 農政課

海上保安官採用試験
水産商工課（☎ 33-5637）

　人事院と海上保安庁では、海上保安学校・海上保
安大学校学生採用試験の受験者を募集します。

海上保安学校 海上保安大学校
インターネット受付 7/21㈫～7/30 ㈭ 8/27 ㈭～9/	7 ㈪	
郵送・持参受付 7/21㈫～7/23 ㈭ 8/27 ㈭～8/31㈪
第一次試験 9/27 ㈰ 10/31㈯・11/1㈰
※受験資格・受験手続等の詳細は海上保安庁ホーム
ページをご覧になるかお問い合せください。

〇問合せ
・第十管区海上保安本部総務部人事課	 ☎099-250-9800
・串木野海上保安部管理課	 ☎32-2205

スキルアップしませんか　資格取得をお手伝いします
水産商工課（☎ 33-5638）

○資格試験対策講座（学科編）
講座 日時 内容 対象者 試験日

第１種電気工事士 8/2㈰～9/27㈰
日曜日（内9日間）9:00～16:00 理論編・施工編・演習編の

出題傾向に基づく講義、問
題演習（各編18 時間）

電気事業従事者、新卒資格
希望者、建築関係者等 学科

10/4 ㈰
第２種電気工事士 7/25㈯～9/26㈯土曜日（内9日間）9:00～16:00

電気工事について学びたい
方

○場　所　川内技術開発センター
○定　員　各10 名
○受講料　各1万円（別途テキスト代等３千円程度）
○申込締切　講座開始10日前

○申込方法
　電話または FAX（講座名・住所・氏名・電話番号を明記）
○申込・問合せ　川内技術開発センター	

☎	22-3873　	FAX	20-6423
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労働なんでも相談会
水産商工課（☎ 33-5638）

　社会保険労務士による労働に関する制度や疑問、ト
ラブル、退職に伴う再就職・生活支援に関する相談会
を開催します。（事前予約不要）
〇相談事例　解雇や賃金など労働条件に関する相談。
雇用保険等労働保険や社会保険制度に関する相談・
情報提供。年金、生活支援に関する情報提供。職業
訓練や求職支援制度等に関する情報提供など。
〇日　時 ７月15日㈬
	 11:00～12:00、13:00～15:30
〇場　所	 中央公民館　２階研修室　
〇問合せ	 県庁雇用労政課　☎ 099-286-3188
　※相談日以外でも電話相談を受け付けています。

～職場のトラブルで悩んでいませんか？～
「労働に関する無料相談会」の開催

水産商工課（☎ 33-5638）

　職場の悩みについて鹿児島県労働委員会委員等（弁
護士、労働組合役員、会社経営者など）が相談に応
じます。労働者、事業主のどちらからでも、お気軽に
ご相談ください。
　来庁できない方は電話による相談もできます。
〇日　時	 毎月第４火曜日　14:30～17:00
　※受付は16：30まで、９月は第４木曜日です。
〇場　所	 鹿児島県労働委員会（県庁15階）
〇申込み	 不要（事前予約もできます）
〇相談事例	 解雇、雇い止め、配置転換、賃下げ、
	 パワハラ、セクハラなど（秘密厳守、無料）
〇問合せ	 鹿児島県労働委員会事務局（県庁15階）
	 ☎ 099-286-3943

鹿児島調停協会による『無料調停相談会』
総務課（☎ 33-5626）

〇日　　時	 ７月18日㈯９:30～15:00
〇相談会場	 かごしま市民福祉プラザ５階
　　（鹿児島市山下町15-１ボランティアセンター）
※予約制ではありません。当日直接会場へお越しくだ
さい。

〇相談料	 無　料
〇相談内容
　土地建物の売買・賃貸借、交通事故による損害
賠償、金銭の貸借、多重債務、土地の境界、騒音
等をめぐる民事上の悩みごとや、婚姻、離婚、夫婦・
親子関係、扶養、相続等に関する家族・親族間の
もめごとなどについての調停手続の利用

〇担当者	 民事調停委員、家事調停委員
	 ※相談者の秘密は固く守られます。

〇問合せ	 鹿児島調停協会
	 ☎ 099-222-7121（内線 4550）

年金相談所を開設
市民課（☎ 33-5612）・市来庁舎市民課（☎ 21-5114）
　予約制による年金相談となっています。年金につい
てわからないこと、過去に厚生年金・船員保険などに
加入されていた方もご相談ください。
〇日　時	 ８月１１日㈫　10:00～15:30
〇場　所	 串木野庁舎　地下大会議室
〇相談員	 川内年金事務所職員
〇申込期限	 ８月４日㈫
※相談当日持参するもの
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・身分証明書（運転免許証、保険証、パスポート等）
※代理の場合、委任状と身分証明書

串木野高校進学者への支援について
教育委員会総務課（☎ 21-5126）

　串木野高校が内部特進コースを創設するなど、大学
等進学を見据えた指導改革に取り組んでいることに呼
応し、市は「地域の生徒を地域で育てる」ため、同校
に進学する生徒を積極的に支援しています。
〇支援策
・国公立大学進学者へ入学金全額補助
・高校入学準備にかかる経費補助
・高校部活動応援補助
・遠距離通学者（市内・市外）への通学費支援補助
・課外授業等講師料補助
・大学受験料補助（センター試験と国公立大学のみ）
・模擬試験受験料補助
・英語検定・漢字検定受験料補助など
※詳しくは教育委員会総務課、または串木野高校
　☎32-2064にお問い合わせください。

県立宮之城高等技術専門校入校生（推薦選考）募集
水産商工課（☎ 33-5638）

平成 28 年度推薦選考
　木工・建築大工の技術技能の習得を目的とした入校
生を募集します。
〇募集科目	 室内造形科・建築工学科
〇受付期間	 9月1日㈫～9月25日㈮
〇応募資格	 平成 28 年 3月高校卒業見込者
〇選考日	 10月2日㈮
〇選考方法	 適正試験（筆記）、面接

平成 27年度オープンキャンパス開催！
　中・高校生、一般（概ね30才までの方）を対象に木
工・建築大工の体験入校生を募集します。
〇開催日	 8月4日㈫ 9:00～12:30
〇申込期限	 7月29日㈬
〇募集人員	 先着 30 名
〇参加費	 無料（ただし一日傷害保険に加入予定。
	 作品は持ち帰れます。）
〇問合せ	 県立宮之城高等技術専門校
	 ☎ 0996-53-0207　FAX	0996-53-0993
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夏休みわくわく体験！食
しょく

農
の う

楽
が く

バスツアー
～ 作って、食べて、楽しもう ～

農政課（☎ 33-5635）
　生産者と交流し、食と農を楽しく学んで、夏休みの
思い出を作ってみませんか。
〇開催日	 7月28日㈫
〇集合場所	 いちきアクアホール
〇集合時間	 8:20（15:30 終了予定）
〇内　容	 野菜収穫体験、生産者交流、採れたて

野菜で料理体験、すいか割り、レクレー
ション等
※内容は変更になる場合があります。

〇対象者	 小学生と保護者（父母または祖父母）
	 20 名（申込先着順・初回者優先）
〇参加料	 1人 1,000 円
〇用意する物　汚れてもよい服装・タオル・飲み物、

エプロン・収穫野菜入れ等
〇申込期限	 7月9日㈭～7月17日㈮
〇申込み	 農政課または生活研究グループ会長	
	 松下へ（☎・FAX　32-1155）

２０１５年サマーボランティア体験月間参加者募集
社会福祉協議会（☎ 32-3183）

　社会福祉協議会ボランティアセンターでは、体験教
室参加者を募集します。

ボランティア
体験教室 福祉体験教室

日 時 ７/２７（月）
９：３０～１４：００

７/２８（火）
12：0０～１6：００

募 集 人 数 市内小学生３０名 市内中学生２０名
申 込 期 限 ７/２１（火） ７/２１（火）

体 験 教 室

非常炊出し体験
福祉体験
工作教室
デイサービスでふれあ
い交流など

非常炊出し体験
福祉体験
デイサービスでふれあ
い交流など

※活動しやすい服装でお越しください。
※昼食は非常炊出しで作ったものを食べます。

〇場　所	 串木野高齢者福祉センター
〇参加料	 無料
〇申込方法	 電話または FAX（32-4094）

｢茶いっぺで語いもんそ｣開設
水産商工課（☎ 33-5638）

　商工会議所女性会では一人暮らしの方や子育て中の
若いお母さんたちにひと時のほっとする時間を過ごして
もらおうと「茶いっぺで語いもんそ」を開設します。参
加は無料です。
　会員手作りのお菓子、漬物でおもてなし、金曜日は
健康体操も計画。ぜひお越しください。
〇開設日	 毎月第１月曜日、第 3金曜日
	 7月は17日㈮、8月は 3日㈪、21日㈮
〇場　所	 旭町中央通り商店街　まちなかサロン
〇時　間	 10：00～12：00（要望があれば午後も）
〇問合せ	 いちき串木野商工会議所女性会
	 ☎ 32-2049

B＆G「サマースクールINあくね大島」参加者募集
市民スポーツ課（☎ 21-5129）

〇募集対象	 市内に居住する小学生
〇開催日	 7月29日㈬～7月30日㈭
〇場　所	 あくね大島
〇内　容	 ウォークラリー・海水浴・バナナボートなど
〇募集定員	 50 名
〇参加料	 6,000 円
〇申込期限	 ７月19日㈰
〇申込み	 いちき串木野市 B＆G海洋センター
	 指定管理者㈱日本水泳振興会
	 ☎ 32-8994

第19回「海の日」Ｂ＆Ｇクリーンフェスティバル
及びマリンスポーツ大会開催

市民スポーツ課（☎ 21-5129）
〇日　時	 ７月23日㈭　8：00～12：00
〇場　所	 Ｂ＆Ｇ海洋センター（体育館及び艇庫）
〇参加資格	 小学１年生以上	※体験試乗もできます。
	 （小中学生は保護者の同意が必要）
〇参加料	 無料
〇申込期限	 ７月17日㈮
〇問合せ	 いちき串木野市Ｂ＆Ｇ海洋センター
	 指定管理者㈱日本水泳振興会
	 ☎ 32-8994

国勢調査実施本部を設置しました
政策課（☎ 33-5672）

　今年10月1日、全国で一斉に行われる国勢調査に向けて、実施本部を
7月1日に市役所内に設置しました。
　9月上旬から調査員が各世帯をお伺いします。市民の皆様のご理解とご回答
をお願いします。
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第13回 「マリンビーチフェスタ2015
inいちき串木野」参加者募集

社会教育課（☎ 21-5128）
　市民の皆様の参加をお待ちしております。
〇日　　時	 ８月30日㈰８：00～16：00
〇場　　所	 照島海岸
〇参加資格	 高校生以上の男女混成４人制
〇募集定数	 72チーム（申込先着順）
〇参加費	 １チーム5,000 円
〇募集期間	 ７月10日㈮～24日㈮

実行委員会では、当日の大会運営ボランティアを
募集しています。興味のある方はご連絡ください。

〇申込・問合せ　マリンビーチフェスタ実行委員会
　（市来若者隊事務局）☎ 090-9491-5291

第43回鹿児島県小学生相撲選手権大会
市民スポーツ課（☎ 21-5129）

　毎年恒例の鹿児島県小学生相撲選手権大会が次の
とおり開催されます。
〇期　日	 ７月26日㈰
〇場　所	 市相撲競技場（えびすが丘）
〇開会式	 9：30～
　　※市民のみなさまのご声援をお願いします。

薩摩藩英国留学生講座（記念館ライブラリー・トーク）
観光交流課（☎ 33-5640）

〇日　時	 7月11日㈯　15：00～16：30
〇場　所	 薩摩藩英国留学生記念館1階ライブラリー
〇内　容	 「留学生150 周年記念特別展初公開資
料について―英国留学生を率いた新納久脩の功績」
県歴史資料センター黎明館主査	町田剛士	氏

〇募集数	 25 名程度
〇受講料	 500 円（資料代）
〇申込・問合せ　NPO法人日英友好協会	橋口
　nichiei.you@gmail.com　　☎ 090-4340-4782

「親子廃油石けん作り」参加者募集
社会教育課（☎ 21-5128）

　環境改善をテーマにした夏休みの自由研究等に。
当日の飛び入り参加もできます。
〇日　時	 ７月27日㈪　10:00～11:30
〇場　所	 市民文化センター　ホワイエ
〇当日持参するもの
　・材料代　１００円　・軍手
　・ふたのついたペットボトル（1.5ℓか2ℓ入り）1個
　・廃油や賞味期限切れの油（家にある場合）
〇申込・問合せ　社会教育課

「親子英会話教室」受講生募集
社会教育課（☎ 21-5128）

　ゲームや歌に合わせて、子どもさんと一緒に英語に
親しみましょう。
〇日　時	 8/9　9/6　11/8　12/13（全４回）
	 10：30～11：30
	 全て日曜日の開催です。
〇場　所	 市来保健センター（機能訓練室）
〇募集数	 年中～年長さんの子どもとその家族の方　
	 10 組（定員を超える場合は抽選）
〇受講料	 無料
〇申込み	 参加する子どもさんとご家族のお名前・
	 住所・電話番号を社会教育課へお知ら
	 せください。（FAX可 36-5044）
※申込者が少ない場合は、開講しないこともあります。

学んでキャリアアップ！
～学びあい　ともに輝く人生を～

　今後、開講する予定の講座のチラシを中央公
民、市来地域公民館、いちきアクアホールに準備
しております。日曜日や夜間の開催、また、親子
を対象にした講座も計画しています。
　皆さまのご参加をお待ちしています。
　市のホームページでもご覧いただけます。
※トップページの「教育・文化・スポーツ」→「生
涯学習講座」

「第24回シルバー文化作品展」作品募集
福祉課（☎ 33-5619）

　次のとおり、シルバー文化作品展が開催されます。
入場は無料です。また、出品を希望される方は、福祉
課へお問い合わせください。
〇日　時	 9月20日㈰～9月26日㈯
	 9:00～18:00（入場は17：30まで）
	 ※休館日24日㈭・25日㈮
〇会　場	 鹿児島県歴史資料センター黎明館
〇出品規定　
　①部　門	 日本画・洋画・書・工芸・写真・彫刻
	 でテーマは自由
　②資　格	 県内居住の満 60 歳以上（昭和31年 4月
	 1日以前に生まれた方）のアマチュアとする。
　③出品点数及び出品作品　
	 全部門を通じて１人１点とし、未発表の
	 もの

ここちＥ！
きもちＥ！
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いきいき女性講座受講生募集
働く女性の家（☎ 32-7130）

講座名 日時	 定員 内　容

精進料理
8/7 ㈮
9:30～

12:00
30名

高野山の寺で作られる肉を
使わない角煮や豆腐で作る
蒲焼など（エプロン、三角巾、
400 円程度）

ポーセラーツ
8/27 ㈭
10:00～

11:30
15 名

白磁に好みの色や柄の転
写紙を貼って焼きマイブラ
ンドのカップ＆ソーサーを
作る。（1,000 円～）

〇対　象 市内に居住または勤務している女性を優
	 	 先し、男性の方も受講できます。
〇場　所	 働く女性の家
〇受講料	 無料
〇申込み	 7月25日㈯までに働く女性の家へ申込
〇託　児	 満２歳以上～未就学児。希望される方は、
	 	 申込時にお知らせください。

“社会を明るくする運動”
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～

福祉課（☎ 33-5618）
　毎年７月は、“社会を明るくする運動 ”強調月間です。
　社会を明るくする運動は、犯罪や非行をした人の立
ち直りについてみんなで考え、犯罪や非行が起きない
社会をつくろうという、全国で行われている運動です。
　凶悪事件が増加している背景には、地域社会や家庭
の犯罪抑止力及び教育力といった「地域力」の低下が
あると考えられています。
　家庭の絆を強化し、地域住民が一体となって犯罪や
非行を未然に防ぐための活動を推進し、明るい地域社
会を築きましょう。
〇行動目標
①犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築くた
めの取組を進めよう
②犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支えよう

〇重点事項
　「出所者等の事情を理解した上で雇用する企業の数
を増やすこと」
「帰るべき場所がないまま、刑務所から社会に戻る
人の数を減らすこと」

第83号

見守り
新鮮情報

●「あなたの年金情報が流出している」「流出した年金情報を削除
できる」などといった不審な電話や勧誘があっても、相手にせ
ずすぐに電話を切ってください。
●この件に関して、日本年金機構や消費者庁、国民生活センター、
消費生活センター等の職員から消費者へ電話やメールで連絡を
することはありません。
●少しでも不安を感じたら、すぐに市の消費生活相談窓口　　　
　　（☎33-5638）にご相談ください。

相手に
しないで

見守るくん

ひとこと助言

消費生活センターを名乗る人から電話があり「年金の
個人情報が流出しており、空き巣に入られるケースが増え
ている。あなたの情報が新聞に全部書いてある。消費生活センター
なら無料で削除することができる」と言われたので「あやしい」
と思い、こちらから電話を切った。　　　（70歳代　女性）

日本年金機構の
個人情報流出に便乗した
電話に注意
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市制施行 10 周年記念 串木野さのさ祭り（7 月 19 日　14：40 から）
さのさ祭り実行委員会事務局（観光交流課☎ 32-3111）

【串木野さのさ祭り時における交通規制について】
○7月18日(土) [前夜祭]

12：00～21:00	
○7月19日(日) [アトラクション・市中流し]

14：00～21：00（予定）
※18日㈯、19日㈰上記の時間帯は歩行者天国
となるため、車の進入は出来ません。
※車でお越しの方は、左記地図の①～⑨をご
利用ください。
╭	 ╮
┃①市役所（串木野庁舎）	②市民文化センター	┃
┃③商工会議所④市口公園⑤塩田第一公園	┃
┃⑥中央公園⑦讃岐公園⑧くま公園	 ┃
┃⑨照島東公園	 ┃
╰	 ╯

◎アトラクション（歩行者天国内）・・・・・14：40 ～17:20
〇マーチング行進（羽島保育園）　〇吹奏楽演奏（串木野小学校吹奏楽部）　〇一輪車演技（旭小学校・冠岳小
学校）　〇太鼓演奏（薩摩天翔流五ッ太鼓・荒川小学校）　〇さのさ踊り（さのさ踊り保存会）

◎踊り参加連（順不同　6月15日現在）18:00 ～20:00
串木野建設業協会　串木野自動車教習所　市議会　市役所　丸田グルー
プ　鹿児島銀行　いちき串木野市サリナス市姉妹都市協会　いちき串木
野商工会議所青年部　照島小学校 6 年チーム学・達也　鹿児島信用金庫　
鹿児島相互信用金庫　プリマハム鹿児島工場　串木野西中女子バスケット
ボール部　南日本銀行　日本地下石油備蓄　九州電力㈱川内営業所　濵
田酒造　串木野蒲鉾組合　三井串木野鉱山　串木野小学校 PTA　串木
野青年会議所　れいめい羽島連　コーアガス日本　串木野太極拳連盟上
海倶楽部　串木野内科・循環器科グループホームさくらの丘　潮風園　さ
のさ踊り保存会　さつま日置農協串木野支所　荒川小学校ＰＴＡ　Zack　
市文化協会串木野支部　串木野Ｗピース　本浦青年友交会　ゆうこジャズ
ダンスカンパニー　市婦人会連絡協議会（生冠・上名・大原・中央・本浦・
照島・羽島の各地区）　自由連　

◎交通整理・警備・アトラクション等協力団体　　
いちき串木野警察署・地区交通安全協会串木野支部
・ボーイスカウト串木野第２団

どきどき、わくわく
国民文化祭・かごしま 2015 ニュース

vol.5
社会教育課（☎ 21-5113）

〇国民文化祭本番まで、あと120 日を切りました！
　国民文化祭いちき串木野市実行委員会では、今
秋の国民文化祭本番に向け、３事業の開催準備を
進めています。
いちき串木野市開催の３事業
①シンポジウム金山の歴史	11 月 15 日㈰
②薩摩藩英国留学生フェスティバル
	 	 11月７日㈯〜８日㈰
③国民文化祭 inいちき串木野「食の祭典」
	 	 11月７日㈯〜８日㈰

〇「第 30 回国民文化祭・かごしま２０１５」のイメー
ジソングの紹介
　作詞作曲は、奄美市笠利在住の２人組ユニット「カ
サリンチュ」で、曲名は、「タイムカプセル」です。
ラジオやテレビ、街角でも日に日に耳にする機会が
増えてきました。心地よい爽快なメロディーに自然と
口ずさんでしまいます。
　「かごしま国文祭で創造された文化が、未来につ
ながりますようにとの思い」が込められています。
	

どきどき、わくわく
国民文化祭・かごしま2015 ニュー
スでは、国民文化祭についての情
報や、いちき串木野市における取り
組み状況などを紹介していきます。
次回もお楽しみに！！

国文祭ホームページ http://kagoshima-kokubunsai.jp/

ひっとべ！
かごしま国文祭

◎無料シャトルバスの運行（19日のみ）
　交通事情で遅れる場合もあります。

市来庁舎 JR串木野駅 会場（ロータリー）
1便 14：30 ⇒ 14：45 ⇒ 14：50
2 便 15：30 ⇒ 15：45 ⇒ 15：50
3 便 16：30 ⇒ 16：45 ⇒ 16：50
4 便 17：30 ⇒ 17：45 ⇒ 17：50
5 便 18：30 ⇒ 18：45 ⇒ 18：50

会場（ロータリー） JR 串木野駅 市来庁舎
1便 16：00 ⇒ 16：05 ⇒ 16：20
2便 17：00 ⇒ 17：05 ⇒ 17：20
3 便 18：00 ⇒ 18：05 ⇒ 18：20
4 便 19：00 ⇒ 19：05 ⇒ 19：20
5 便 20：30 ⇒ 20：35 ⇒ 20：50

※ドローンによる撮影は事故防止のため禁止します。
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市制施行１０周年記念事業
いちき串木野市ふるさと三行詩大会

社会教育課（☎ 21-5128）
市民から三行詩の作品を募集します。入賞者は11月1日の文化祭で表彰し、入賞作品は、市制施行１０周
年記念式典会場と市文化祭で展示します。多数の応募をお待ちしています。

１　テーマ ( 題 )「ふるさと」
※市総合計画の中で、将来都市像を「人が輝き文化の薫る世界に拓かれたまち」としています。そこで、市
内の小中高の児童・生徒及び一般から広く作品を募集し、市民が文化に親しむ機会になるよう、この三
行詩大会を実施するものです。
※テーマは、いちき串木野市教育振興基本計画の基本目標「ふるさとを愛し、夢と志をもち、心豊かでたく
ましい人づくり」の具体的な取組として設定しました。

２　募集期間
　平成２７年７月２０日㈪～９月２日㈬		17:00( 必着 )

３　応募規定
　⑴	部門と賞
①小学生の部	 優秀賞１名	 入選２名	 佳作５名
②中学生の部	 優秀賞１名	 入選３名	 佳作
③高校生の部	 優秀賞１名	 入選３名	 佳作　　
④一般の部	 優秀賞１名	 入選３名	 佳作
※三行詩は、三行の短文であれば季語や字数などにとらわれずに作成して構いません。
俳句のようなものでも可とします。
※中学校・高校生・一般の部については、該当者がある場合のみ佳作賞を授与します。

　⑵	未発表作品とし、１人１作品とします。

４　応募方法
　　①所定の応募用紙に必要事項を記入し、作品を添えて応募してください。また、応募作品は返却しません。
　　②小・中学校の部は、学校で作品を取りまとめ、教育委員会へ提出してください。
　　③高校・一般の部は、直接社会教育課へ提出するか、郵送してください。
　　　※応募用紙はいちきアクアホール、図書館本館、社会教育課にあります。
　　　　市ホームページからもダウンロードできます。

５　審査
　　審査員が審査し、入賞者に通知します。
　　なお、審査内容についてのお問い合わせや異議は受け付けません。

６　応募・問合せ
	 〒899-2192　いちき串木野市湊町一丁目１番地
	 　いちき串木野市教育委員会　社会教育課

	 　☎ 0996-21-5128　　FAX0996-36-5044
	 　Ｅ-MAIL	bunka1@ichikikushikino.lg.jp


